
例会プログラム   

・開会点鐘           

・友情と親睦の握手 

・国家斉唱 

・ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

・お客様の紹介      

・会長の時間 

・ロータリーデーＰＲ（門真RC) 

 幹事    藤田正明 様 

 ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ実行副委員長 

        西川亮彦 様    

・幹事報告 

・委員会報告 

 出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

   北川順清 会員  

・卓話「月間に因んで」 

     木﨑信也 国際奉仕委員長          

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘                        

・本日の会合（敬称略） 

＜新会員オリエンテーション＞ 

 11:00～12:00 ３Fレストラン 

 小北、米田、山中、國田 

 長村、長友、養老 

＜定例理事会＞ 

 例会終了後 ３F例会場 

 小北、上山、原田、山口尚志、米田 

 多田、稲田、岩本、橘、粟津、源本 

 木﨑、川島、三木、國田 
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国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

 
 

 

第１９８６回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回例会は 

２月１０日(水) 

 

 ＊卓話 柏本佳宏会員 
    

 ＊3分間スピーチ 

   山中  卓  会員 

 

 ＊被選理事会 

本日の歌♪ 

「奉仕の理想」 

 

奉仕の理想に 

集いし友よ 

 御国に捧げん 

我等の業 

望むは世界の 

久遠の平和 

 めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

 

 

 

【2月 入会記念日】 

木﨑信也会員 H１９.２.１４ 

【２月 お誕生日】 

吾郷泰廣会員 Ｓ１７.２.１７ 

川島吉博会員 Ｓ３７.２.２２ 

日野守之会員 Ｓ３８.２. ５  

瀬川裕一会員 Ｓ４３.２.２５ 

久保 勉会員 Ｓ４４.２.２０  

2月 平和と紛争予防・紛争解決月間 

気仙沼ロータリークラブ育英奨学助成金交付式 

2016.1.26(火) 於：サンマリン気仙沼ホテル観洋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気仙沼市内高校の先生・生徒さん、気仙沼ＲＣ・東京北ＲＣ・福岡中央ＲＣ・くずはＲＣ 記念写真撮影 

おめでとうございます！ 



会長の時間 

 

 皆さん、こんにちは。 

 本日1月27日は、ロータリーの創始者・ポール・ハリスの命日でございます。毎年この1月

27日を含む1週間は「追悼記念週間」となっています。ポールハリスに敬意を表しますと共

に、我がクラブの物故会員の冥福を祈り、例会に先立って黙祷を致しました。 

 ロータリーの創始者ポール・ハリスは、カムリー・バンクの自宅でこの世を去りました。享年

78歳でした。ポールハリスのお墓は、シカゴ郊外のブルー・アイランドにあるマウントホープ

墓地に埋葬されています。遺言によって、終生の友でありロータリー運動の良き理解者だっ

たシルベスター・シールの隣に眠り、その墓には、ロータリーのマークが刻まれているようです。 

 去る1月24日の日曜日は、枚方ロータリークラブ55周年記念式典および祝賀会に米田幹事と出席して参りまし

た。和気藹々とした周年でした。当クラブは次年度ＩＭロータリーデーのホストクラブとなっています。会員一丸となり

「くずは」らしい素晴らしいロータリーデーになるよう、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

 また、昨日の1月26日は東北の気仙沼ロータリークラブを訪問し、「育英奨学助成金交付式」に出席して参りまし

た。当クラブからの支援金は奨学金として活用して頂いてます。気仙沼市内の高校から選ばれた10名の生徒さん

は皆さん優秀で、高校生活を頑張ってこられた方ばかりでした。詳しくは、源本社会奉仕委員長から報告をして頂

きます。以上で会長の時間を終わります。 

３分間スピーチ   駕田会員 
 

 昭和52年寝屋川から枚方に移転して参りまして、昭和53年から「わらしべ」との係わりがで

き、村井先生の脳性麻まひによる身体不自由児の療養学園法人化（社会福祉法人）に向け、

難波駅前での署名運動等が思い出されます。第一回目のわらしべ学園を育てる会の総会

で、司馬遼太郎氏に特別講演をしていただきました。それがこのパンフレットです。村井先生

と奥様の人となりを司馬さんが紹介しています。 

 

 「わらしべを落とさせないように」  司馬遼太郎 

 村井正直博士と、そのまわりの人々に感ずる印象は、無私という事でしょう。本来、国と社会が面倒を見るべき障

害児の世話を、同志のひとびとと共に懸命に見ておられます。世界には障害児のシステムがいろいろあるのです

が、村井さんは長い検討の結果、ハンガリーシステムが最良のものという結論を得られ、私費で枚方の長尾に「わら

しべ学園」をひらかれました。この身体障害者療育の専門家の事をコンダクターと言います。村井さんの熱意と方

式に共鳴した若いコンダクターたちがいま長尾の学園で、子ども達を将来、健康な社会生活の参加者にするため

に懸命に努めておられます。 

 まずそのシステムを身につけるために、子ども達とコンダクターたちが、ともどもにハンガリーに留学したりしまし

た。子ども達にとっても、今の段階は「今昔物語」のはなしでいうわらしべを一本持っているにすぎません。村井ご

夫妻も、コンダクターたちも、子ども達の手に持ったわらしべを落とさせないように、介抱を続けておられます。 

 このわらしべの仕事が、北河内の山林のなかでみのってゆくためには、多くの人々の精神的な外護が必要である

かと思います。そういう心の応援に支えられなければ、とうてい続くものではないと思います。 

 司馬遼太郎というのはペンネームであり、これを利用しようということはなかったけれども、このたび村井正直先生

により「わらしべ学園を育てる会」というのを設立する話があると聴き、よろこんで会員になります、と名前をつかって

頂きました。 

駕田 毅  会員 

小北 英夫 会長 

  

 



瀬川 裕一  会員 

 二年ほど前、私は江戸末期の医者の話を小説にしましたが、医者という仕事をやっておられる人は大変だと知り

ました。私にも医者の友人は何人かいますが、村井先生ほど、大きな体で柔道家タイプ、スポーツマンらしいフェア

な人はいないでしょう。私の父と村井先生の奥様のお父様は非常に仲が良く交流させて頂いていたのですが、そ

のことはひとこともふれず、ただ「わらしべ学園」のことだけ喋ってお帰りになった。非常にフェアな方だと感じたもの

です。その後奥様にお会いした折、何故そのような学園をおつくりになるのかお尋ねしたら、一つは非常に重要な

ことで、も一つは、ぽつんと「非常に淋しい」とだけおっしゃられたのです。人生がむなしくさびしく感じられてきたと

いうのですね。私にはよくわかるのです、このお気持ちが。人生をいうものは生命のエネルギーが一生懸命いきづ

いている青春時代にはこのようなことは思わないのですが、ある時期にさしかかりますと、むなしいという事が感じら

れてくるものです。精神生活の活潑な人ほど多いものです。そういうときに、社会に自分が役立ちたいと思う気持ち

がわくのです。それをおっしゃらずに「淋しい」とだけおっしゃる、私は感動したものです。  （以下省略） 

 

 

卓話「金属屋根・壁について」 瀬川裕一 会員 
 

 

 

 改めましてこんにちは。親睦委員会の瀬川でございます。初めての卓話ということで、初め

てのお使いみたいになっておりますが、心を広くして頂いて、温かく聞いて頂ければ幸いで

す。 

 私どもは建築板金業で金属屋根、壁を仕事とさせて頂いておりますので、それに関する事

を少しお話させて頂きたいと思います。 

 さまざま分野で進歩が進んで、昔のイメージから比べ物にならないぐらい良くなっているということがあると思いま

す。金属の屋根もそのひとつで、デザインにおいても、色々なバリエーションがありパッと見「瓦屋根」と思う様な物

や、横葺、立葺きの美しいラインを出す物等があります。 

 他の屋根材に比べて軽くて丈夫という所も優れていると思います。軽量なので、建物にも負担をかけずに耐震性

にも優れていて、揺れがおきても屋根材が割れることがなく、落下する可能性も低いです。又軽量なので構造上に

おいても色んな設計の自由が生まれます。物流倉庫など大型物件においては、軽くて丈夫な上に長尺が出来る

為ほとんど金属屋根が使われています。（長尺ですと1枚が、ポールトレーラーで運べる範囲と搬入経路の条件が

よければ、20～24ｍぐらいまで運べまして、それ以上の長さになりますと現場で成型することになります。現場で成

型する場合は、1枚が100ｍにおよぶこともございます。） 

 その昔は金属屋根をトタンと言われ、錆びるというイメージがあったかもしれませんが、今はほとんど克服できてお

りまして、某テレビでおなじみのビフォーアフターなどで耳にされた方もおられるかと思いますが現在はガルバリウ

ム鋼板（55％アルミ亜鉛合金メッキ鋼板）というのがベースになっておりまして、 それに遮熱塗装や耐汚染塗装機

能を装備された物があります。 

 そしてまだまだ進化を続けておりまして、まだコスト的にも高く需要はそんなになく試験段階なのですがアルミ亜

鉛合金メッキに2％のマグネシュウムを添加した物でガルバリウム鋼板より3倍強いとさされる商品も出てきておりま

す。 

 屋根改修工事も金属屋根ですと、簡単スピーディーに施工ができます。住宅におきましては、下地の状況にもよ

りますが、カラーベストなどを撤去せずに、下地無しでカバー工法が出来る物もあります。大型建物では、長尺折

板及びスレートなどもめくらず、工場内などの作業の中断、養生を最小限におさえて施工ができます。 

 あと金属ですので、リサイクルが出来て地球に優しい優れた素材といえるでしょう。 

 最後になりましたが、ご自宅や、マンション、倉庫など色んな建物に、進化を続ける金属屋根をお勧めします。 

 

 



201６年 ２月 

日 月 火 水 木 金 土 

31 2／１ ２ ３ ４ ５ ６ 

   １２：５０例会        

IMﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰPR(門真）

新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ  

定例理事会 

  ・戦略計画委員長会議 

・国際奉仕委員長会議 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

   １２：５０例会         

被選理事会 

   

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

   １２：５０例会   ・地区補助金セミナー 

〒573-1121大阪府枚方市楠葉花園町14-2 

樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 072-855-5125 FAX 072-855-5180 
Email: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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       クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 

   会    長   小北 英夫   

   広報委員長   田中 一眞 

ニコニコ箱 合計 \15,000 累計 \814,010 

○本日の配布物 

①２月３日週報 

②ロータローの友2月号 

③財団確定申告用寄付金領収証 

④米山奨学確定申告用領収証 

⑤第２０回枚方ＲＣ・くずはＲＣ親睦ゴルフコンペのご案内 

⑥ゴルフ同好会今後の予定 

⑦抜萃のつづり その七十五 

○本日の回覧物 

①ガバナー月信2月号 

②RI2660地区IM7組主催 

 公開シンポジウム「語り継ぐ津波の脅威」ご案内 

③ＬＩＰ１月号 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

○地区行事等出席予定（敬称略） 

2/6  戦略計画委員長会議          上山、岩本 

2/6  国際奉仕（本・次年度）委員長会議  木﨑、源本 

2/20 補助金セミナー  

                 上山、山口尚志、三木、川島 

3/12 会長エレクトセミナーおよび地区研修セミナー 

                               上山 

 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊皆様と共に新しい2016年を迎えたよろこびに 

＊話を聞いて頂きましてありがとうございます 
吾郷泰廣 

瀬川裕一 

第2回くずはゴルフ同好会 

ゴルフコンペのお知らせ 
 

     ■日 時 2016年４月６日（水） 

          ９：３０ OUTコース 

     ■場 所 くずはゴルフ場 

     ■参加費 ５，０００円 

     ■締切日 3月16日（水） 

  ※プレー終了後、軽食（表彰式）を 

用意しております。 
 

会員の皆様  

ご参加お待ちしています。 

ロータリーレート  

２月 １＄＝１２０円 

第198５回 例会出席報告（1月2７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５９名 36名 63.16％ 

第１９８２回 例会補正後出席率％ 

  メーク名4  欠席8名  除外2名 


